（岐阜県“人間と性”教育研究協議会）

で

いっしょに
学びませんか？
岐阜性教協は、
「性」や「人間」
、
「人生」
、
「教育」について、初心者もベテランも自由に語り合い、学び
合う会です。
「性」は「生」と深く結びついていますが、私たちはこれまで、性と生について深く学んでき
たでしょうか？
子どもや青年たちのために、私たち自身にとっても、より人間らしく豊かに生きるための学習である「生」
と「性」と「性教育」について、ぜひ、ごいっしょに勉強をはじめませんか？

２０１７年度の行事計画表
6 月24 日（土） 13 時30 分～16 時30 分 岐阜市日光コミュニティセンター
第32 回総会と記念講演
講演：
「これだけは押さえておきたい性教育（中学校の実践より）～性教育は貧困問題を解決できる～」
樋上 典子さん（公立中学校教諭・性教協幹事）
7 月29 日（土）～ 31 日（月）
第36 回性教協全国夏期セミナー岡山大会 岡山大学津島キャンパス、岡山大学創立50 周年記念館、岡山大学一般教育棟
大会テーマ：一人ひとりが心とからだの主人公に！ ～みんなで学ぼう性と生～
岐阜の発表：分科会 「レインボーぎふから生まれた紙芝居を使って～小・中学生に多様な性の学びを～」
三尾 美紀さん（岐阜性教協幹事）
・中村 一恵さん（岐阜性教協幹事）
10 月15 日（日） 13 時30 分～16 時
例会：映画「マルガリータで乾杯を！」ＤＶＤ視聴と交流会
「映画の中の女性障碍者と性を小森 淳子さんと共に語り合いましょう」
11 月25 日（土） 13 時30 分～
第12 回性教協東海ブロックセミナー in 静岡 静岡県男女共同参画センター 「あざれあ」 第２会議室
「子どもの貧困と性」
講演：山下 敏雅さん（東京都児童相談協力弁護士）
2018 年

1 月27 日（土） 13 時30 分～16 時
例会：
「知的障がい特別支援学校高等部における『
「性と生の授業』の一実践」
平野 直子さん （各務原特別支援学校）
3 月 11 日（日） 9 時 30 分～12 時
例会：
「障害のある若者の発達とヘアメイク
『こんな自分もいいな』 もうひとりの自分に出会うヘアメイク教室
−中学校特別支援学級の取り組み−」
河村 あゆみさん（岐阜大学サポートルーム(障害学生支援室)コーディネーター）
5 月 20 日（日）13 時 30 分～16 時
例会：
「性と生の井戸端会議」
日頃思っていること、いまさら聞きにくい性と生の疑問など参加者の様々の思いの
井戸端会議とカリキュラムについても考える会
※会場未定のところは、会報「たまゆら」
とホームページでお知らせします。

岐阜県“人間と性”教育研究協議会

“人間と性”教育文化センター事務所 OPEN･･･木曜日の 13 時～17 時
愛と性とエイズ 電話相談･･･毎月第２土曜日の 13 時 30 分～16 時

◆ 事務局 〒500-8384 岐阜市薮田南1-7-16（岐阜県ビル）403
ＴＥＬ･ＦＡＸ(058)276-8555
ＵＲＬhttp://ningento.sakura.ne.jp
Ｅ-mail ningento@plum.ocn.ne.jp

岐阜性教協の詳細についてはウラ面をご覧ください。

(2017 年度版)

岐阜性教協について
岐阜性教協は、どんな集まりですか？
正式名称は、「岐阜県“人間と性”教育研究協議会」といいます。
全国組織の「“人間と性”教育研究協議会」
（性教協）と連携しており、
岐阜の発足は、1986 年 4 月 29 日です。

どのような方が参加していますか？
保育園・幼稚園･小学校･中学校･高校･大学の教職員をはじめ、医師・助産師・
保健師その他色々な職業の人やお母さん・お父さんたちが参加しています。

例会について教えてください。
例会は、本年度は裏面のように計画しており、性的少数者のかたや、性教育授業の進め方
など多くを学び合うことができます。(会員は、例会参加費は無料)
一般のかたの参加も大歓迎です。
（参加費は１回500 円）是非おいでください。

入会について教えてください。
会員の年会費は、3,000 円です。下記「入会の手続き」案内の郵便振替でお振込みください。
会員には、定期的に会報「たまゆら」をお届けします。
また、全国性教協にも加入して、さらに深く学びませんか？（年会費5,000 円）
以下のフォームでお申込みできます。是非ご一緒に学びましょう。
全国性教協申込みフォーム：http://www.seikyokyo.org/menu/nyukai.html

入会の手続き

振込用紙に、氏名・郵便番号・住所・電話番号・勤務先を明記して、
会費（年額 3,000 円または、9 月以降の入会は月額 300 円としてその
月から５月までの分、例：＠300×9 ヵ月分）を送金してください。
※郵便振替口座 ００８００－９－８１４２９ 岐阜性教協

この２年間におこなった例会の内容
２０１５年度

２０１６年度

6月

6月

第 30 回総会と記念講演
「男性の“性”と性教育
～柔らかな関係づくりのために～
8 月 第 34 回全国夏期セミナー四国大会 in 道後（愛媛）
「ひろげよう ふかめよう つづけよう 性の学び
～性を学んで変わっていくわたしたち～」
10 月 「中高生の STI の実態と予防教育」

村瀬幸浩さん

前田キヤ子さん
11 月 LGBTQ と権利と自由「性的マイノリティとは？」
和美さん
11 月 第 10 回性教協東海ブロックセミナーin 静岡
「大切にしよう、あなたとわたしの性と生」
講演 「発達障害と思春期」
門野晴子さん
2 月 中京テレビ「日本の性教育」視聴後意見交流会(岐阜民教研との合同研修会)
3 月 「私ならこう使う？あなたは？
～市販の性教育 DVD・ビデオの活用術あれこれ～」
5 月 「ワクワクからだ探検」で園児たちに伝えたい！
～あなたは世界に一人しかいない、誰もが大切なひとり～
郡上市八幡地域母子成人保健推進員、郡上市健康課保健師

第 31 回総会と記念講演
「学校に性教育の大きな風を」
～幼少期に育てたい からだ観～
北山ひと美さん
7 月 31 日～8 月 1 日 第 35 回性教協全国夏期セミナー山形大会
「いのちと人権をみつめ、今こそ平和をつくる性教育へ
～「つながり」を確かなものに～」
10 月 第 11 回性教協東海ブロックセミナーin 岐阜
「子どもたちに確かな性教育を届けよう
～日本の包括的性教育の方向を考える～」田代美江子さん
11 月 出前講座：ワクワクからだ＆こころ探検 in 可児
幼児講座：
「ワクワクからだたんけん
からだっていいな ～だれもが大切なひとり～」
井戸麻里さん
おとな講座：
「子育ての中で大切にしたい性のこと」 山本きよみさん
1 月 「実はきいてほしいことがあるんだけど･･･
～学校や社会の中での多様な性～」
中村一惠さん
2 月 「知って、性教育に生かしましょう
～岐阜県の性感染症の発生動向と対策～」
安江智雄さん
3 月 「小学校・中学校 特別支援学級での性教育実践
～子どもたちに確かな性教育を届けよう！～」
柴田ますみさん
5 月 「あなたはどう生きていく？
～ＷＹＳＨ教育を用いた性感染症予防教育～」
井戸麻里さん

